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■枚管連、第74回交流会、第12回通常総会開催

　８月26日（土）第74回交流会および第12回（平成29

年度）通常総会をラポールひらかたで開催し、来賓；枚

方市景観住宅整備課土井原課長、記念講演講師；京滋

管対協代表幹事谷垣千秋氏をお招きしました。

　出席会員数は4４会員で、「個人会員会費改訂案」を

除き、2017年度事業計画・予算・役員および定款変更が

承認されました。（関連記事は2・3頁に掲載）

□記念講演 「管理組合運営とコミュニティ」

『 事業計画のポイント 』 　 京滋管対協　代表幹事　谷垣千秋氏

● 交流会開催日を隔月第４土日交互開催に変更し、

　より多くの会員が出席し、情報提供・研鑚による管 ＊国交省が「大規模修繕工事に係わる不適切なコン

　理組合運営を支援する。 　サルタントの事例と困っている場合はマン管センタ

● 交流会・研修会に専門講師招聘や賛助会員からの 　ーなどに相談するよう呼掛けている。

　情報提供を交え、内容の充実を図る。 ＊この原因は、管理組合が機能せず代行型管理でご

● 枚方市マンション管理基礎セミナー後援などを通 　まかしてきたツケが回ってきたことにあり、区分所

　じ新会員加入促進を図る。 　有者が、マンション管理は管理会社がやるものと

● 理事会運営の継続性・改革のため、役員の世代交 　誤解している点にある。

　代・新規役員補充に取組む。 ＊マンション住民に与えられている「直接民主主義」

　に基づき、区分所有者が管理と運営に権限と責任

『 平成29年度役員選任 』 　を持つことである。

● 新副会長に青木氏を選任し２名体制になりました。

　また、枚管連会長などを歴任された瀬戸山監事が ＊「ヴィンテージマンション」と言われる、古くても新

　退任され、谷口監事を選任しました。 　築にはない落ち着いた住みやすい管理と、コミュ

　ニティの良い快適生活があるマンションにして行

□来賓ご挨拶 　きたい、という住民の意欲を引き出すことがカギ。

　 枚方市景観都市整備課　課長　土井原信治氏 ＊理想の管理組合の特徴（例；ﾙﾐｴｰﾙ西京極）

　①楽しくやる

　枚方市には高経年分譲マンションが増加し耐震化・ 　②自分たちで考え自分たちで実行する

大規模修繕の必要性が高まっています。マンション管 　③ずっと住み続けたい、ここなら住んでみたいと

理の基盤として、区分所有者相互の交流・情報共有が 　　思えるマンションを目指す

不可欠であるが、管理に関して自主的に考えることに

馴染みのない居住者がおられるのが実情で課題とな ＊管理改革の原動力は実現可能な夢をもつこと

っています。 　①子供や高齢者、障害者やその家族が「みんなが

　　知り合い」といえるマンションにする

　枚管連はこのような課題に自主的に取り組み、適正 　②建物の適正管理と住民同士が助け合える「いい

なマンション管理を目指した活動をされており素晴ら 　　関係」を築き、上手に住みこなしていくための仕

しい事だと感じています。 　　掛けを作る

　本日の総会や日頃の活動を通じて、更なる向上心 　③万一大きな災害があった時に、「活動してきた甲

からくる安心の住まいを目指して活動されることを期 　　斐があった」といえる機動力のある組織を作る

待いたします。 　　・コミュニティ構想（人を考える）

　　・アメニティ構想（建物を考える）

　　・セキュリティ構想（防災を考える）

記念講演
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■枚管連、第74回交流会、第12回通常総会開催
（ 記念講演　続き ） 懇親会
＊京都のあるマンションの管理規約第１条 　講演会後、がんこ寿司に移動し、34名参加、和やか

　「管理組合の目的」 に懇談し今後の活動にむけてコミュニケーションを図

　本マンションに生活するすべての者（障害者や高齢 ることが出来ました。

　者、介護者、子供やその親など）が、災害を含むあら

　ゆる状況において無事（生命と安心）に暮らせる環

　境にするために活動することを目的とする。

　「無事に暮らせる環境とは！」

　・大災害時に一人も死者を出さないこと

　・孤独死を一人も出さないこと

　・ここで子供たちを育てたいと思えること

　・子供たちがいつまでも住みたいと思えること

　・ここに暮らして良かったと思えること

□第74回交流会
＊「二つの老い」マンションの資金問題 ー　今年度のテーマ選定　ー
　　　（増える支出と増えない収入への対応）

　・大規模修繕を長持ちさせる工夫 ● 次年度交流会テーマ案が決まりました。

　・ランニングコストを下げる方法 　10月；管理委託契約の取決め内容について

　・対処療法型管理を「予防的管理」に改善 　12月；設備の老朽化・更新について

＊管理組合が管理の主体である 　 2月；マンション保険について

　・管理の目的は、住んでいる人たちが住みやすい環  　4月；管理費滞納・未収金回収について

　 境をつくること 　 6月；自主防災・コミュニティについて

　・どうすれば良いかは住んでいる人が一番よく知っ ● 交流会開催日が変わります

 　ている 　10、2、6月は、第４土曜の翌日曜日開催

　・主権在民＝住民主権・・・民主主義の基本 　12、4月は、第４土曜日開催

　・住民の住民による住民のためのマンション ● 今年度の会員・賛助会員名簿を配布しました。

● 9/24日開催の「枚方市マンション管理基礎セミナ

（今回の講演詳細は、講師の許可を得て、枚管連ホー 　ー「つよいマンションをつくる」を後援し、枚管連の

 ムページにも掲載します） 　３会員が事例報告をします。

■第11期　活 動 計 算 書 ■第12期　活 動 計 算 書

交流会

（ 2016年7月1日 ～ 2017年6月30日 ） 単位:円 （ 2017年7月1日 ～ 2018年6月30日 ） 単位:円

経常収益 予算 経常費用 予算

受取会費 管理費 受取会費 管理費

　団体会員 697,400 　事務用品費 0 　団体会員 709,600 　事務用品費 5,000

　個人会員 80,400 　備品費 0 　個人会員 76,800 　備品費 10,000

　賛助会員 292,000 　印刷費 71,775 　賛助会員 240,000 　印刷費 72000

　研修相談会費 0 　通信費 65,661 　研修相談会費 0 　通信費 66,000

受取寄付金 0 　会議費 113,664 受取寄付金 0 　会議費 133,000

その他収入 0 　図書資料費 8,005 その他収入 0 　図書資料費 25,000

受取利息 21 　活動費 446,500 受取利息 0 　活動費 445,500

経常収益計 1,069,821 　雑費 64,330 経常収益計 1,026, 400 　雑費 65,000

　施設利用料 48,750 　施設利用料 49,000

　旅費交通費 118,360 　旅費交通費 120,500

　予備費 0 　予備費 10,000

経常費用計 937,045 経常費用計 1,001,000

当期正味財産増減額 132,776 当期正味財産増減額 25,400

前期繰越正味財産額 2,155 ,515 前期繰越正味財産額 2,288 ,291

次期繰越正味財産額 2,288 ,291 次期繰越正味財産額 2,313 ,691

経常収益 経常費用

－２－



NPO法人　枚方マンション管理組合連合会（枚管連）ニュース　第58号 2017/9/10

■第11期　事 業 報 告

①交流会開催 ； 第68回～73回まで6回開催

②テーマ別交流会・研修会・個別相談 ； 開催無し

③相談委員会 ； 小冊子№14（管理規約）発行

④理事会 ； 13回開催

⑤会報 ； マンション枚方通信52号～57号発行

⑥枚方市マンション管理基礎セミナー ； 防災対策-

　マンション編-の講師派遣

⑦マンション保険研修会 ； 賛助会員の講師で実施

■特別寄稿 枚　管　連 ともに歩いて１１年（前編）

藤阪パークハイツ　瀬戸山誠之

「マンション生活」 ンに無関心なのを我慢出来なかったらしく、私が興味

　平成13年6月定年延長して63歳、もう転勤はなくい 深く聞くのに気をよくして、それこそ時間があれば引

つまでも会社の借り上げ住宅はなかろうと、さしたる っ張り出されて勉強会を開いてくれました。当時セミ

考えもなく枚方市長尾近辺を散歩しながら不動産業 ナーの開催が花盛りで、大阪、京都などマンション管

者の広告を見ているうちに、引っ張り込まれて最初に 理センターの主催、又管理業者の会合にも頻繫に参

見たマンションが気に入り、手付金5万円也を払って即 加しました。

決、生来の衝動買いの性格で家族にも相談なしに決め

ました。後でさんざん文句を言われたものの、まあい 「転　機」
いかと引っ越しました。 　少し環境に慣れ居住者の方とも知り合いが増えて

　定年延長も終わり、明日から何をすればいいかとサ きた頃、掲示板に「大規模修繕委員会メンバー募集」

ラリーマンなら誰もが経験する虚脱感に苛まされる時 の掲示がなされました。建設関連のプロは管理組合

期がありました。たまたま自治会の役員の改選があり、 にいる、ということでしたので、広報担当でもやらし

輪番で必ずやることになっているということで副会 てもらおうと応募し仲間になりました。大規模修繕工

長を引き受けました。この時の自治会長になった人が、 事は今回2回目の為他のメンバーは慣れたものでし

以前サラリーマンを定年退職後分譲マンションの管理 たが、私はすべて目新しく新鮮に映りました。広報活

員を数年間経験したとのことで、マンション管理につ 動を通して住民の方とかなり親しく付き合えるように

いて様々なことを学びました。 なりました。工事が始まってそろそろ中盤に差し掛か

ったある日、管理組合の理事会から呼ばれ組合事務

　マンション生活は初めてではなく千葉市にいた時分、 所に出向きました。

9年以上分譲マンションに住んでいました。仕事が終わ

って夜遅く帰って寝るだけの生活の為、その仕組み、 　管理組合の会計年度は7月末で、理事の任期も一

運営について何の関心もなく、一年に一度駐車場の変 年であり、理事長は輪番制の為、今回は私の住んで

更抽選会が日曜日に開催されるときだけ家人が参加 いる1棟から理事長を選出することになっている。今

して、ああ今年も自動車の置き場所が変更されなくて 回その順番になっている方が病気と高齢を理由に理

良かったなと喜んでいました。要するにマンションにつ 事及び理事長への就任を固辞している。このような

いて知識もなく、関心もない、管理人がいるのでみん 理由から私に理事長への就任要請となった、との説

なやってくれる、そのような認識ですから管理費や修 明でした。また悪い癖であまり考えないで、引き受け

繕積立金がいくらでどんなことに使うのか、等全く無 ましょうと素人理事長が誕生しました。

関心、区分所有法、管理組合、管理会社、理事会、修繕 　管理組合の運行等については、勉強していたこと

積立金等々聞くものすべて初めて驚くことばかりでし がすぐに役に立ちました。ただ、任期中に管理会社の

た。 変更と滞納者への訴訟の為一年間に2度の臨時総会

　この先輩はすでに80歳に近い高齢者ですが、極め を開催したのは、区分所有者の皆様には大いに迷惑

て正義感が強く俗に言う頑固者の類で居住者には煙 だったことでしょう。

たがれる存在でした。この方も常々居住者がマンショ 　　　　　　　　　　　　　次号に続く

『 枚方市マンション管理基礎セミナー 』

日時：2017年9月24日（日）13時30分～

場所：市民会館 1F第1・2集会室

テーマ：「 “つよい”マンションをつくる 」

講演1；はじめてのマンション管理（基礎知識）

マン管センター大阪支部 長田康夫氏

講演2；住民の力でつくる“つよい”マンション

枚管連会長ほか３会員からの事例報告

主催：交通省、大阪府、大阪府住宅供給公社、

枚方マンション管理組合連合会ほか

案内：枚方市内全マンション管理組合へ案内されて

います。（参加申込み必要；無料）
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＜枚管連会員現況＞
　枚管連の正会員数は、2017年8月1日現在で、

団体会員は２９、個人会員は１７、合計４６会員、

賛助会員は２４団体です。

また、団体会員マンションの総戸数は5164戸です。

■新規入会 会員紹介

① 平成２９年 7月 個人加入 くずはセンチュリータウン 1204戸 枚方市楠葉花園町5-2

■２０１７年度枚管連役員紹介 ８月の第１２回総会で次の役員が決まりました。よろしくお願い致します。

■行事報告（2017年7月6日～9月4日）

　・7月 6日 ： 枚方市景観住宅整備課訪問 　・7月24日 ： 第134回理事会（総会準備）

　　　　　　　マンション管理基礎セミナー打合せ他 　・8月 8日 ： 第135回理事会（総会準備）

　・7月 9日 ： 会報「枚方通信」第57号発行 　・8月26日 ： 第74回交流会・第12期定期総会・懇親会 

■NPO法人 枚方ﾏﾝｼｮﾝ管理組合連合会(枚管連)

　枚管連は、枚方市内の分譲マンションの管理組 年会費

合が会員（個人会員も「可」）の自主的な集まりで

す。交流会を中心に、会員向け個別相談会、理事

研修会、修繕工事研修会等を行っています。この ★事務局連絡窓口

活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され 　枚管連への問合せ・連絡窓口は、会長：山村隆男

ています。 　　〒573-0171　枚方市北山1丁目66-4-105

　　TEL : 072-855-9546  

　　e-mail : yamamura-ta@zeus.eonet.ne.jp

■編集後記　（山本）

　9月に入り、朝晩が急に涼しくなりました。日中の寒 によっては腰痛も発生するということでした。又、

暖差が大きいので、体調管理には十分気を付けて頂 普段の歩きを、意識して大股に歩くようにするだけ

きたいと思います。 で、このおしりの筋肉が鍛えられ健康になるという

　先般、テレビ番組で、おしりの筋肉は体の中で一番 ことです。毎日の歩きをとても簡単に健康に生かせ

大きく、ここが衰えるとつまずき易くなったり、場合 るので、私も早速始めました。いかがでしょうか？

団体会員 12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）

比例費は256戸以上23,000円で固定

個人会員 4,800円

 会長

 副会長

 副会長

 事務局長

 会計理事

 山村 隆男

 山田　毅

 青木　幹

 津田 芳夫

 岡崎　孚

グリーンヒル光善寺住宅

ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ山田池公園

ラウンドコート星ヶ丘

ひらかた北山アミスタ

労住まきのハイツ

D’レスティア香里ｹ丘 大河 正祀

 理事

 監事

 事務局長

 補佐

 監事

 大西 淳一

 乾　光男

 谷口 憲一

ジオ枚方

労住まきのハイツ

リバティパーク枚方

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com

行事案内

『 第75回交流会 』
日時 ： 2017年10月29日（日）13時～

場所 ： 市民会館第５集会室

テーマ： 「 管理委託契約の内容」 について

具体的な業務内容についての情報交換

どなたでも参加できます、お試し参加

しませんか！

問い合わせ先： 枚管連会長 山村 隆男

TEL 072-855-9546
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